3 社共催 ワークショップ

プリント基板
イオンマイグレーション

リモート＆対面選択可！

工業材料および工業部品の分析測定・
観察・清浄度評価ワークショップ
ライカマイクロシステムズ ＆ ベックマン・コールター ライフサイエンス &
日本ポールのジョイントで、
「材料評価・材料分析」
、
「異物検出＆コンタミネー
ション・清浄度評価」の実機ご評価、あるいはコンサルテーション相談いた
だけるワークショップを開催いたします。
分析希望の試料を事前にお預りし（任意）
、来社不要でリモートから、ある
いはベックマン・コールター有明本社に来社いただき対面で、どちらでも
対応可能です。
日

時

場

半導体材料

ご自身のサンプルで
装置評価いただけます！
ライカの
光学性能を
比較してみたい

電池材料

ポールのろ過・分離・
精製ソリューションを
知りたい

ベックマンの
計測精度を
確認してみたい

ご予約制

202 1 年
会

樹脂溶着

7 13

月
日［火］
9：30 〜 17：30

リモート
Microsoft Teamsでの会議

7月 14日［水］

7月 15日［木］

9：30 〜 17：30

9：30 〜 17：30

ベックマン・コールター 東京ビジョンセンター

OR

（最寄駅：国際展示場駅、東京ビックサイト駅）
〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7TOC 有明ウエストタワー 12階
ベックマン・
コールター
東京ビジョンセンター

湾岸道路

東京
ベイコート
アニヴェルセル
東京ベイ
至新橋

ゆりかもめ

パナソニック
センター東京

ホテル
サンルート有明
センター プロムナード

TFT ビル

有明
フロンティアビル

つどい橋

TOC 有明

有明駅

水の
科学館 武蔵野大学
有明キャンパス

至大崎

りんかい線
国際展示場駅
イースト プロムナード

Microsoft
Teams

至豊洲

高速道路

ウエストタワー
12Ｆ

東京ベイ有明
ワシントンホテル

東京ビックサイト駅

※ベックマン・コールター有明本社にて、
3社合同開催しております。

東京ビックサイト

ご評価可能な実機例（一部、製品紹介のみとなります。）
コンタミ自動解析＆ LIBS 搭載 金属顕微鏡：DM6 M LIBS
顕 微 鏡システムでコンタミを検 出、
種類・大きさ・個数を自動的に測定。
LIBS モジュールを搭載し、拡大観
察後、ワンクリックで無機物の元素
分析までシームレス。

高速蛍光イメージング：Thunder イメージャー
蛍光観察時に発生するバックグラウ
ンドや 蛍 光 ボケ を、ライカ 独 自 の
Computational Clearing 技術に
より瞬 時に除 去し、鮮 明 な 画 像を
リアルタイムに提供。

偏光顕微鏡：DM2700 P
ガラス、プ ラスチック、ポリマー、
医薬品、繊維の観察にも有用とされ
る偏光顕微鏡。ライカの光学性能で、
明 暗 のコントラストや 色 の 変 化 が
明瞭。

レーザー回折・散乱法 粒度分布測定装置：LS 13 320 XR
動的光散乱法並みのナノ領域検出 +
レーザー 回 折・散 乱 法 の 分 布 安 定
性を 1 台で実現。

精密粒度分布測定装置：Multisizer 4e
粒子を 1 個ずつカウントして分布を
形成するため、レーザー回折・散乱
法では出ない微妙な違いや、微粒子・
粗大粒子を厳密に検出。

部品清浄度評価コンサルテーション＆ Cleanliness Cabinet
ISO16232（ VDA19）/ISO18413
に準拠した部品清浄度評価のコンサ
ルティング。付着残渣抽出を効率化
する製品
（クリンリネスキャビネット）
の紹介。
※当日は製品紹介のみとなります。

その他、デジタルマイクロスコープ、蛍光実体顕微鏡、金属顕微鏡解析システムなどご要望に応じてご紹介いたします。
評価対象の方

新規で装置をご検討中のお客様を優先的にご案内させていただきます。既存のお客様には、別途プログラムをご案内いたして
おります。受付後、弊社技術担当者より、評価内容確認のためメールまたはお電話させていただきます。

お申込みは裏面から

Web専用フォームあるいは、以下申込書記入のうえ、スキャナー添付のうえ、メール送信お願いいたします。

工業材料および工業部品の分析測定・観察・清浄度評価ワークショップ
Web専用フォームの場合

メール送信の場合
lmc@leica-microsystems.co.jpまで
ライカ マイクロシステムズ株式会社
（やぐら）
宛
インダストリー事業部 担当 矢倉

https://xlab.leica-microsystems.com/workshop/crossopco_tok_202107

ワークショップ参加方式
リモート

東京ビジョンセンター来社

参加希望日
下記の時間枠からご希望枠を選択ください。

7月13日（火）

7月14日（水）

7月15日（木）

9：30 〜 11：30

9：30 〜 11：30

9：30 〜 11：30

12：30 〜14：30

12：30 〜14：30

12：30 〜14：30

15：30 〜17：30

15：30 〜17：30

15：30 〜17：30

評価希望機種
【ライカマイクロシステムズ】

【ベックマン・コールター】

【日本ポール】

コンタミ自動解析 ＆
顕微 LIBS元素分析システム

レーザー回折・散乱法
粒度分布測定装置

部品清浄度評価
コンサルテーション ＆

DM6 M-LIBS

LS 13 320 XR

Cleanliness Cabinet

高速蛍光イメージング
THUNDERイメージャー（実体顕微鏡）

精密粒度分布測定装置

※当日は製品紹介のみとなりますが、
ご希望があれば、
別日程にて実機評価を
設定させていただきます。

Multisizer4e

偏光顕微鏡 DM2700 P

持込サンプル
有
（サンプル事前送付可）

有（サンプル事前送付不可）

※持込サンプルは、
可能な限り事前のご送付
（1 週間前・3〜4サンプルまで）
をお願いいたします。

ご持参されるサンプルの内容と希望される試料作製や観察・測定

参加されるかたのお名前と人数

お勤め先

TEL
E-Mail
販売店

※2 〜 3 名まで

ご住所

ご所属

FAX

無

